
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)8時30分～17時00分

1人 135,802円～135,802円

正社員 不問 03030- 2001511
大型自動車免許 変形（1年単位）
フォークリフト (1)8時00分～17時00分

1人 あれば尚可 173,125円～173,125円

正社員 59歳以下 03030- 2004311
調理師 交替制あり

あれば尚可 (1)8時30分～17時15分
1人 131,500円～170,600円 (2)5時30分～14時15分

(3)10時00分～18時45分

正社員以外 不問 03030- 2006911
看護師 交替制あり
助産師 (1)8時30分～17時15分

1人 いずれか 145,500円～171,600円 (2)16時30分～1時15分
(3)0時30分～9時15分

正社員以外 18歳以上 03030- 2007111
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 139,400円～153,000円

正社員以外 不問 03030- 2008711
登録販売者(一般医薬品) 交替制あり

1人 185,000円～270,000円

正社員 18歳～59歳 01240-12284011
登録販売者(一般医薬品) 交替制あり

1人 185,000円～270,000円

正社員 18歳～59歳 01240-12336711
普通自動車免許一種

(1)9時00分～18時00分
1人 165,000円～188,000円

正社員 40歳以下 03030- 1995511
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

看護師 (1)9時00分～18時00分
1人 准看護師 182,600円～238,600円 (2)7時00分～16時00分

正社員 59歳以下 03030- 1996411
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)6時00分～15時00分
2人 150,000円～220,000円

正社員 45歳以下 03030- 1997011
中型自動車免許
フォークリフト (1)8時00分～17時00分

1人 あれば尚可 180,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 1998311
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

８トン限定中型自動車免許 (1)8時00分～17時30分
1人 あれば尚可 192,765円～249,210円

正社員 59歳以下 塗装現場経験 03030- 1999611

1人 138,667円～138,667円

釣りを趣味としている

正社員以外 64歳以下 文字入力ができる方 03030- 2000211
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時00分
2人 あれば尚可 235,000円～282,000円

正社員 不問 土木経験者 03100- 1524911
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 245,440円～483,910円

正社員 59歳以下 04010-31993111
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 316,320円～550,100円

正社員 59歳以下 施工管理経験を３年以上 04010-32022411
調理師

(1)5時00分～14時30分
1人 154,600円～181,000円

正社員以外 不問 03010-12642111

(1)10時30分～19時30分
1人 149,600円～176,000円

正社員以外 不問 03010-12644811
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調理員／嘱託（宮古市） 請負先事業所において責任者の指示のもと
患者様への食事提供業務　調理、盛付、厨房内での
業務全般　＊患者数：１５０名程度
＊雇用について　１年毎の契約更新有り（但し、勤
務内容に問題が無い限り）

岩手県盛岡市大通３丁目３
番１０号　七十七日生盛岡
ビル　９階

日清医療食品　株式
会社　北東北支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

調理師／嘱託（宮古市） 請負先事業所において責任者の指示のもと
患者様への食事提供業務　調理、盛付、厨房内での
業務全般　＊患者数：１５０名程度
＊雇用について　１年毎の契約更新有り（但し、勤
務内容に問題が無い限り）

岩手県盛岡市大通３丁目３
番１０号　七十七日生盛岡
ビル　９階

日清医療食品　株式
会社　北東北支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

空調・衛生設備施工管理 各建設現場に伴う空調・衛生設備施工管理業務に従
事して頂きます。
・工事現場の写真管理、品質管理
・協力会社に対し、連絡指示、工程の進捗確認
・経験が豊富な方は施主対応、定例会対応も行って

宮城県仙台市青葉区本町２
丁目１０－３３　第２日本
オフィスビル７階

株式会社　オンサイ
ト

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

施工管理補助（土木課） 未経験の方でも歓迎致します。建設現場での現場監
督の補佐（土木）に従事して頂きます。
・デジカメ等を使用した写真の管理・整理
・ＰＣを操作（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ）し、書類の
作成

宮城県仙台市青葉区本町２
丁目１０－３３　第２日本
オフィスビル７階

株式会社　オンサイ
ト

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

建築・土木作業員 ◆公共工事、一般工事に係る建築・土木作業
＊住宅（新築・リフォーム）、事務所、工場、店舗
等の基礎工事に係る型枠工事、鉄筋工事、土工工
事、コンクリート工事、左官工事等


岩手県九戸郡野田村大字野
田１９地割１３７

広内コンクリート工
業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

タックルベリー宮古店　釣
具販売員

［商品の販売］
・商品説明　・レジ操作等
［店舗の維持管理］
・商品陳列　・値札付け　・店内外清掃　等

岩手県宮古市長町１－６－
２１

有限会社　今泉商会

雇用期間の定めなし
又は9時00分～21時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

現場管理（塗装）／宮古 一般住宅・マンション・アパート等建築物の外壁・
屋根塗装工事の現場管理を行っていただきます。
・現場の施工管理、安全管理等
＊各現場を見て回り、機械や車両の手配や安全指示
等の業務になります。

岩手県宮古市田鎖第１２地
割１０番地５

有限会社　東北ペイ
ント

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

配送およびしいたけ・菌床
の製造

しいたけや菌床の製造および商品のルート配送を行
います。
・新型トラック（８ｔ車）による近県への配送
・最先端の技術、システムを活用した機械化による
産方式での菌床製造。

岩手県下閉伊郡田野畑村松
前沢５４番地８

株式会社　サンマッ
シュ田野畑

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

中型自動車免許は
限定解除に限る

水産加工員 水産加工業務を担当していただきます。
・主にホタテの加工（殻付きホタテの箱詰め、殻む
き、貝柱のパック詰め）
・時期により鮮魚の選別、箱詰め、ウニ、アワビ、
いくらの加工もあります。

岩手県下閉伊郡山田町川向
町１６８

株式会社　川石水産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

看護職 特別養護老人ホームふれあい荘および短期入所生活
介護事業所において看護業務に従事します。
・検温や血圧測定などの健康管理や、服薬管理
・社用車を使用し、利用者様の通院同行など
月に７回程度の夜間対応の自宅待機があります。

岩手県宮古市田老字養呂地
６番地２

社会福祉法人　田老
和心会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

観光全般（事務・運営補
助）

当協会において主に下記の業務に従事します。
・協会運営に関わる事務処理、経理補助等
・県や市役所との連携調整により宮古地域のＰＲ活
動の補助
・補助金申請、精算処理に関わる事務補助

岩手県宮古市宮町一丁目１
番８０

一般社団法人　宮古
観光文化交流協会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

登録販売者　ツルハドラッ
グ宮古磯鶏店（岩手県宮古
市）

ドラッグストアにおいて、医薬品日用品等の接客販
売・商品管理・マネジメント等の業務全般に従事し
ていただきます。
※登録販売者の資格を有する者に限る

北海道札幌市東区北２４条
東２０丁目１番２１号

株式会社　ツルハ
（ツルハドラッグ）

雇用期間の定めなし
又は8時30分～22時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

パソコン操作
（ワード・エクセル）

登録販売者としての管理者要
件を満たしている方、過去５
年間で２年以上の実務経験、

勤務時間の合計が
１９２０時間以上

登録販売者　ツルハドラッ
グ岩手山田店（岩手県下閉
伊郡）

ドラッグストアにおいて、医薬品日用品等の接客販
売・商品管理・マネジメント等の業務全般に従事し
ていただきます。
※登録販売者の資格を有する者に限る

北海道札幌市東区北２４条
東２０丁目１番２１号

株式会社　ツルハ
（ツルハドラッグ）

雇用期間の定めなし
又は8時30分～22時30分
の間の8時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

精密部品の検査 空調の効いた明るい工場内で座って作業して頂きま
す。拡大鏡や顕微鏡を使用し携帯電話、デジタルカ
メラなどに用いられる精密電子部品（コネクタ）の
検査をして頂きます。細かい作業が得意な方に最適
なお仕事です。

岩手県宮古市田鎖９地割５
５番地１

株式会社　エム・ア
イ・テイー　東北工
場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

登録販売者としての管理者要
件を満たしている方、過去５
年間で２年以上の実務経験、

勤務時間の合計が
１９２０時間以上

看護師又は助産師１（会計
年度任用職員）

当院内において看護業務又は助産師業務全般を行っ
て頂きます。
○２交替制、または３交替制による勤務となり、夜
間勤務が可能な方を募集
・主に入院病棟での業務・状況により外来対応あり

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第１
地割１１番地２６

岩手県立　宮古病院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

調理手（会計年度任用職
員）

入院患者さん（約２００名）と職員分の給食調理業
務に従事していただきます。
・主に下ごしらえ、調理、盛り付け
○７～８人体制となります。
○食器洗浄業務はありません。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第１
地割１１番地２６

岩手県立　宮古病院

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

トラック運転手／田老工場 ７ｔトラック運搬業務全般となります。
・産業廃棄物の運搬業務
【運送範囲】
釜石市から宮古市回収、田老工場に運搬
　

岩手県宮古市港町２－４ 株式会社　丸才　宮
古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

商品（生花）管理 宮町工房にて、店頭に並べる前の生花管理を行って
いただきます。
・水やり、花束ね等の業務
・配達業務（店舗間・お客様）
・その他上記に付随する業務

岩手県宮古市宮町３丁目１
０－５２

有限会社　摂待生花
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（6月21日時点の内容です）

６月１４日　から　　６月２１日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は７月１日です＞

職種・雇用期間・雇用形態 求人数
仕事の内容
年　　　齢

必要な免許資格
必要な経験など

賃　　金 就業時間
所在地
就業場所

◎ 発行準備中に募集を締め切っている場合もありますのでご了承ください。◎ それぞれの求人の詳しい内容は、ハローワークにてお確かめください。

◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。 ◎「所在地」は事務所の所在地です。実際の勤務場所と異なることがあります。

令和３年６月２４日発行

TEL 0193－63－8609

ハローワーク 宮古

宮古公共職業安定所

フルタイム



普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
(1)18時00分～9時00分

1人 158,000円～170,000円 (2)9時00分～18時00分

正社員 40歳以下 03010-12568011
看護師 変形（1ヶ月単位）
准看護師 (1)8時00分～17時00分

1人 いずれか 161,600円～270,100円 (2)8時30分～17時30分
普通自動車免許一種

正社員以外 不問 03030- 1986211
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

介護職員初任者研修修了者 (1)8時30分～17時30分
1人 介護福祉士 142,000円～152,000円 (2)9時30分～18時30分

あれば尚可 (3)17時00分～9時00分

正社員 64歳以下 03030- 1991111
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
１級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 255,000円～300,000円

正社員 64歳以下 03030- 1992711
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 170,400円～170,400円

正社員 59歳以下 03030- 1993811
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時00分
5人 移動式クレーン運転士 173,750円～254,834円

玉掛技能者、あれば尚可

正社員 不問 土木作業の経験あれば尚可 03030- 1982911
変形（1ヶ月単位）
(1)6時30分～9時30分

1人 160,000円～170,000円 (2)17時00分～22時00分
(3)14時00分～22時00分

正社員 45歳以下 03030- 1983111
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 147,134円～161,000円

正社員以外 59歳以下 03030- 1984711
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 137,454円～147,334円

介護員、入浴介助等の経験

正社員 59歳以下 あれば尚可 03030- 1985811
普通自動車免許一種

車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時00分
3人 不整地運搬車運転技能者 197,600円～321,100円

２級土木施工管理技士

正社員 不問 03030- 1973611
普通自動車免許一種

車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時00分
1人 (基礎工事用) 200,000円～200,000円

(整地・運搬・積込用及び掘削用)

(解体用)
正社員 不問 いずれか 03030- 1977811

普通自動車免許一種
１級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 ２級土木施工管理技士 250,000円～300,000円
いずれか

正社員 不問 03030- 1978211
変形（1年単位）
(1)8時00分～16時30分

1人 130,667円～163,334円

正社員 59歳以下 03030- 1979511
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 161,700円～161,700円

正社員 59歳以下 03030- 1980311
普通自動車免許一種
三級自動車整備士 (1)8時30分～17時00分

1人 あれば尚可 172,500円～186,000円

正社員 40歳以下 03030- 1981611
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時00分
1人 166,500円～266,400円

正社員 64歳以下 03030- 1953511
歯科衛生士 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 165,000円～200,000円

正社員 59歳以下 03030- 1954411
保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 153,800円～184,300円

正社員 59歳以下 03030- 1956311
保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 153,360円～170,400円

正社員以外 59歳以下 03030- 1957611
保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 153,800円～184,300円

正社員 59歳以下 03030- 1958911
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保育士／正社員 園児の保育業務全般を行っていただきます。
・保育実務
・日誌や園児の連絡ノート記載
・各計画の作成
・園児の安全、健康管理業務

岩手県宮古市津軽石第４地
割４０番地８

社会福祉法人　慈愛
会　津軽石保育所

雇用期間の定めなし
又は7時00分～19時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

保育士／正社員以外 園児の保育業務全般を行っていただきます。
・保育実務
・日誌や園児の連絡ノート記載
・各計画の作成
・園児の安全、健康管理業務

岩手県宮古市花輪第４地割
２番地１

社会福祉法人　慈愛
会　花輪保育所

雇用期間の定めなし
又は7時00分～19時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

保育士／正社員 園児の保育業務全般を行っていただきます。
・保育実務
・日誌や園児の連絡ノート記載
・各計画の作成
・園児の安全、健康管理業務

岩手県宮古市花輪第４地割
２番地１

社会福祉法人　慈愛
会　花輪保育所

雇用期間の定めなし
又は7時00分～19時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

歯科衛生士 介護老人保健施設ほほえみの里にて、利用者様に対
する口腔機能の維持向上サービスの提供をお願いい
たします。入所者（１００名）通所者（６０名）の
うち、自力で口腔衛生を保つことが困難な要介護高
齢者に対して、口腔ケアを実施して頂きます。ま

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９
地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設ほ
ほえみの里

雇用期間の定めなし タブレット端末等の操作（ス
マートフォン等）ができる

方。 岩手県宮古市

林業作業員 林業作業に従事し下記の業務を行います。
・立木等をチェンソーで伐採、バックホーで作業道
を作り、林業用機械で木を集める
・林業用機械ハーベスタを利用して木を切り丸太に
する

岩手県下閉伊郡田野畑村菅
窪２０５－８

株式会社　ふるさと
木材

伐木業務（チェンソー）／刈
払機作業従事者あれば尚可雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

自動車鈑金・塗装 主な業務
・自動車鈑金・塗装
・自動車関連の作業（洗車、掃除、点検）

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第２地割６－７

ライトアップ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

配管工補助員 水道施設設備配管、管設備、土木工事等の配管作業
全般の補助。
・給排水など衛生配管の設備配管、管工事など
＊一般住宅から公共工事まで幅広く行っています。
＊現場は主に市内および県内

岩手県宮古市津軽石第１４
地割３８－４

有限会社　山舘設備
工事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員 ・鮭の加工作業が主な仕事です。
・その他水産物の加工（イカ、サケ、サンマ、イワ
シなどを原料とした各種の冷凍食品を作る仕事で
す。）
・最大で１０ｋｇくらいの荷物の運搬もあります。

岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字小成１３０－１

有限会社　竹下水産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木施工管理 土木施工管理業務を担当していただきます。
・品質管理、安全管理、施工調整等の監督指揮業務
・業務に関する各種書類作成
○現場は宮古市、山田町、釜石市のほか陸前高田～
田野畑。通勤車がない方は乗合も相談可能です。

岩手県宮古市近内６－３－
６

飯岡興業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

重機オペレーター 各現場において下記の仕事を行います。
・バックホウ等の重機を操作し、土砂等の掘削、盛
り上げ工事等　・工作物等解体工事
○現場は宮古市、山田町、釜石市のほか陸前高田～
田野畑。通勤車がない方は乗合も相談可能です。

岩手県宮古市近内６－３－
６

飯岡興業　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木作業員 当社において下記の業務に従事していただきます。
・太陽光施設設置における造成工事及び雑工事の各
現場に於いて現場作業員として従事して頂きます。
・２ｔ及び４ｔトラック等で土砂砕石、資材等の運
搬作業等

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第１地割１４番地１４

株式会社　Ｓ－ＴＥ
Ｃ

雇用期間の定めなし
土木作業経験,重機オペレー

ター経験あれば尚可
岩手県下閉伊郡山田町

介護員 デイサービス利用者の介護業務（食事、入浴、排泄
介助、レクリエーション）に従事していただきま
す。送迎やレクリエーションで運転業務がありま
す。利用者のべ８～１０名です。
＊介護員、入浴介助等の経験あれば尚可

岩手県宮古市松山第８地割
７１番５

株式会社　福寿草

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

鮮魚部門 スーパーマーケット玉木屋において、鮮魚部門業務
に従事していただきます。
・鮮魚加工（切り身等）
・パック詰め
・商品の品出し及び陳列

岩手県宮古市板屋１丁目６
番６号

株式会社　玉木屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

フロント及び接客サービス ・フロント業務　チェックイン、チェックアウト対
応会計、電話対応　宿泊予約管理業務（ＰＣ操作）
・サービス業務　朝食、夕食時のセッティング、お
客様ご案内、食事メニューの説明、食事後の片付け
等も行います。

岩手県宮古市磯鶏一丁目１
－１８

有限会社　ホテル近
江屋

雇用期間の定めなし
パソコン（ワード・エクセ
ル・マイクロオフィス）操作 岩手県宮古市

土木作業員 各現場において、下記の業務に従事して頂きます。
・道路工事…土砂の掘削、盛り上げ等の作業
・その他土木工事…基礎工事等
○お持ちの免許、資格等に合わせた業務となりま
す。

岩手県下閉伊郡山田町長崎
４丁目１２番３５号

澤田工建　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

事務／宮古 当社事務所において下記の業務を行っていただきま
す。
・メール確認、日々の入出金の管理
・伝票起票、買掛金の支払い、売掛金の回収
・書類作成、整理、ファイリング

岩手県宮古市田鎖第１２地
割１０番地５

有限会社　東北ペイ
ント＊パソコン操作（ワード・エ

クセル）で文書作成やチラシ
の作成ができる方

＊Ｗｅｂ関連の業務に慣れて
いる方

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木施工管理技士 土木工事現場においての、工事の監督・指導全般
・主に公共工事を請負っており、施工計画の立案、
工事監理、打ち合わせなど
・使用する資材、機械の手配や管理
・図面や計画書、報告書などの作成にはパソコンを

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字村木７４

横屋建設　株式会社

雇用期間の定めなし
基本操作（ワード・エクセ

ル・ＣＡＤ等）
岩手県宮古市、他

介護員または介護補助員 「グループホームひなた」において、介護業務全般
に従事していただきます。
・食事・入浴・排泄の支援
・見守り、介助、レクリエーション
・病院受診時の同行等

岩手県宮古市津軽石第１３
地割２０８番地１６０

株式会社　風和璃

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師 当施設における利用者への看護業務全般を行いま
す。
・利用者の健康管理
・服薬管理
・バイタルチェック

岩手県宮古市崎山第５地割
９４

社会福祉法人　若竹
会　わかたけ学園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

警備職（機械警備）／正社
員／宮古市

契約先施設（会社事務所・工場・個人宅等）から侵
入や火災等の異常警報を受信した際にパトロール
カーで現場に急行し、警察や消防と連携しながら被
害の拡大防止を図ります。商業施設等に設置されて
いる金融機関のＡＴＭで障害が発生した際にかけつ

岩手県盛岡市津志田西一丁
目２４－１５

ＡＬＳＯＫ岩手　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



保育士 変形（1ヶ月単位）

1人 153,360円～170,400円

正社員以外 59歳以下 03030- 1959111
普通自動車免許一種

(1)8時15分～17時15分
1人 172,000円～232,000円

正社員 59歳以下 03030- 1961511
介護福祉士 変形（1ヶ月単位）
あれば尚可 (1)8時15分～17時15分

4人 142,000円～182,000円 (2)7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

正社員 59歳以下 03030- 1962411
看護師
准看護師 (1)8時15分～17時15分

1人 いずれか 172,000円～232,000円

正社員 59歳以下 03030- 1963011
医療事務資格

医療事務技能２級以上 (1)8時00分～17時15分
1人 170,000円～230,000円 (2)8時00分～15時30分

医療事務全般の経験

正社員 64歳以下 03030- 1964311
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 207,900円～231,000円

正社員 不問 03030- 1966911
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 137,000円～164,000円

正社員 59歳以下 自動車整備あれば尚可 03030- 1967111

(1)8時00分～17時00分
2人 146,200円～146,200円

正社員以外 不問 03030- 1968711
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 176,000円～176,000円

正社員 不問 03020- 1051111
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 366,200円～587,955円

正社員 59歳以下 施工管理経験：５年以上 04010-31249011
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 249,400円～466,275円

正社員 59歳以下 ＰＣ基本操作 04010-31257011
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
準中型自動車免許 (1)7時30分～16時30分

2人 あれば尚可 220,712円～220,712円

正社員 39歳以下 04010-31261211

3

宅配ドライバー 生協の個人宅配配送（いわて生活協同組合様）
・セットされた食材を生協組合員様宅にお届けの仕
事
・１日６０～７０軒の配送
・車両は１．５ｔ（ＡＴ車）の小さなトラックです

宮城県仙台市若林区六丁の
目中町２３－３８　フクイ
事務所２階

株式会社　三協運輸
サービス　東北営業
所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

工事管理補助（空調・衛生
設備分野）

※未経験・ブランクのある方も歓迎します！空調・
衛生設備工事での進捗管理における補助業務を行っ
ていただきます。
・工事における写真撮影及び管理業務
・作業員への作業内容の伝達及び確認

宮城県仙台市青葉区本町２
丁目１０－３３　第２日本
オフィスビル７階

株式会社　オンサイ
ト

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

現場監督（土木分野） ダム・トンネル・橋梁・道路舗装　等
様々な現場での土木施工管理を行っていただく仕事
です。多種多様なの物件に携わることも可能ですの
で、就業環境に関してのご相談はお気軽にどうぞ。
※ブランクがある方も歓迎します！

宮城県仙台市青葉区本町２
丁目１０－３３　第２日本
オフィスビル７階

株式会社　オンサイ
ト

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

現場作業員 河川敷の整備など、災害復旧雑工事の手元を行って
いただきます。
＊宮古市茂市などの現場
＊作業指揮者の指示の元、大型重機や機械では対応
できない細部の作業、スコップでの土砂移動等

岩手県釜石市浜町１丁目１
番１号　釜石ビル３０８

株式会社　ダイセー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

浄土ヶ浜駐車場整理員 浄土ヶ浜第一駐車場での勤務となります。
・一般車両や観光バスの整理業務
・駐車場内での案内業務等
・４～５名体制で従事します
＊業務経験が初めての方からのご応募も可能です。

岩手県宮古市宮町一丁目１
番８０

一般社団法人　宮古
観光文化交流協会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

自動車整備 ・車検・点検に伴う整備及び修理
・故障車の診断・修理
・車両の引き取り納車
・その他上記に付随する作業

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字三本松４１－５

有限会社　岩泉モー
タース

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

ハツリ工 建築、土木現場においてのハツリ作業に従事してい
ただきます。
・コンクリートを破砕、切断する作業を担当
＊経験のない方の応募も可能ですので、ご相談くだ
さい。

岩手県宮古市小国第１４地
割９２

合同会社　ボンズ工
業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

医療事務 当院において医療事務業務に従事していただきま
す。
・外来患者の受付、会計
・レセコン入力、レセプトチェック
・電話対応

岩手県宮古市大通１丁目５
－２

岩見神経内科医院

雇用期間の定めなし
ウインドウズ７または１０を

不自由なく使えること
岩手県宮古市

看護師 リハビリデイホームあすも　介護多機能ホームあす
もにおいて下記の業務に従事して頂きます。
・看護業務およびそれに伴う報告書の作成
・介護業務全般
・機能訓練

岩手県宮古市大通３丁目６
番５１号

リハビリデイホーム
あすも　介護多機能
ホーム　あすも

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員 リハビリデイホームあすも　介護多機能ホームあす
もにおいて下記の業務を行っていただきます。
・入浴、排せつ、調理業務、食事等の介護
・その他の日常生活上の支援
・レクリエーションや機能訓練

岩手県宮古市大通３丁目６
番５１号

リハビリデイホーム
あすも　介護多機能
ホーム　あすも

雇用期間の定めなし
簡単なタブレット入力
（既存様式への入力）

岩手県宮古市

介護支援専門員 居宅支援センターあすも、介護多機能ホームあすも
において下記の業務に従事して頂きます。
・サービス利用に関する手続きやサービス内容の説
明
・ケアプランの作成

岩手県宮古市大通３丁目６
番５１号

リハビリデイホーム
あすも　介護多機能
ホーム　あすも

介護支援専門員
（ケアマネージャー）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育士／正社員以外 園児の保育業務全般を行っていただきます。
・保育実務
・日誌や園児の連絡ノート記載
・各計画の作成
・園児の安全、健康管理業務

岩手県宮古市津軽石第４地
割４０番地８

社会福祉法人　慈愛
会　津軽石保育所

雇用期間の定めなし
又は7時00分～19時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市
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